＋ １ ３ 【 ね こま た 】
小山で 猫を 拾いま した。
木 陰 か らぼ くを見 つめて いまし た。
野良猫 （の らねこ ）なの か捨 て猫な の か飼い主 がい るのか わかり ませ
んでした が、
（おそ らく ぼくと 同い年 くら いの）年 をとっ た雌猫（めす ね
こ）だと いう ことは わかり ました 。
飼おう とい うこと ではな く、 尻尾に 怪 我をして いた ので、 家まで 抱い
て行った ので す。
その猫 を見 て母親 いわく 、
「あれれ 、猫 又だね 。狐は 尻尾 が九つ に わかれる とば ける、 猫は尻 尾が
二つにわ かれ るとば ける」
「しっぽ にけ がしと るだけ じゃ。 きつ ね にやられ たん じゃろ う」
たしか に猫 の尻尾 は二つ に裂け て血 が でていま す。
ぼくは 消 毒 してか ら薬を 塗り、 尻尾 に 包帯をま きま した。
その間 猫は ずっと 静かに してい まし た 。
腹がへ って 声もで ないの だろ うと、 ご はんを牛 乳に ひたし て食べ させ
ました。
すると 翌日 は元気 がでて 、しき りに 動 きまわり ます 。
でも外 へで ていく 気配は ない。
「このま まだ と家に 住みつ くね。 猫又 が ばけると 大変 だよ」
母親は 、猫 又をも との小 山に捨 てに 行 けという 。
ぼくは 、猫 の傷が なおっ たらと こた え る。
そんな 応酬 （おう しゅう ）が 続いて 、 猫の傷は なお りまし たが、 尻尾
は二つに わか れたま まにな りまし た。
「ばける ぞば けるぞ 」
母親は 毎日 いった もので した。
「ばけろ ばけ ろ」
ぼくは 毎日 いった もので した。
でもな かな かばけ そうも ない し、何 日 経っても ぼく が捨て にいか ない
ものだか ら、 猫は家 に居着 くよう にな り ました。
ぼくは その 猫に【 ねこま た】と 名付 け ました。

ぼくの 期待 に背い て【ね こま た】は ち っともば けま せんで したが 、妙
な習性の 猫で した。
ふだん はお となし いので すが 、だれ か （親戚と か学 校の先 生とか 友達
とか近所 の人 とか行 商の人 とか ）が家 に はいって くる と、お そろし く唸
るのです 。
それは それ はすさ まじく 唸る もので す から、み んな 蒼 白に なって 、用
事も済ま せず にすぐ に逃げ だして しま い ます。
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あると き懐 爺に相 談をし てみま した 。
「それは やは り【ね こまた 】と いうお ば けですね 。『徒然 草』（つれ づれ
ぐさ）という 書物に ありま す 。
《奥 山に猫 又といふ もの ありて 》と 。です
から本当 は大 山にい るんで すね 。でも 怪 我をした から 助けて もらい たく
て小山ま でお りてき た。それ ほど尻 尾の 出血は命 取り だった んです ねえ 。
そこに金 ちゃ んがや ってき た。
【ね こまた 】にと っては 金ち ゃんは 命の恩
人。い え、それ以 上なん ですね 。金 ちゃ ん に大恩が ある から、ばけ ない。
そのかわ りお 客さん には、 化け猫 さな が らにおそ ろし くなる んです ね」
「うちの 【ね こまた 】は、 やっぱ りお ば けかい」
「もしか して 金ちゃ ん、
【ね こまた 】は 女 性のお客 さん だけに 唸るの では
ありませ んか 」
「よくわ かっ たのう 。その とおり じゃ 」
叔母さ ん、 女の先 生、同 級生 の女の 子 、隣のお 姉さ ん、行 商のお ばさ
ん。
みんな 優し いひと なんだ けれど も、【 ねこまた 】は 烈しく 唸りま す。
それで も近 づくも のなら 、鋭い 歯で 噛 み付きま す。
男のひ とが やって きても 、しら んふ り で居眠り をし ている く せに 。
「【ね こまた 】の 焼きも ちは、 はんぱ で はないで すか らねえ 」
「やきも ちた あ、ど ういう ことじ ゃ」

「【ね こまた】は、金ち ゃん一 途（いち ず ）ですから、女のひ とには だれ
であれ、 焼き もちを やくん ですよ 」
「という こと は、わ しが【 ねこま た】 に すかれち ょる わけか い」
「そうい うわ けです 。【 ねこま た】 にと っては 、【 ねこま た】だ けの金 ち
ゃんなの です 。たぶ んじぶ んの 旦那様 （ だんなさ ま） のつも りでい るん
でしょう ね」
「それは それ でおそ ろしい のう 。わし は 女のひと と口 もきけ んわけ じゃ
な」
「はい。 お母 さん以 外とは 、口 をきい て はいけま せん 。そば に寄せ つけ
てもいけ ませ ん。名 前を呼 んで もいけ ま せん。女 のひ とがで てくる 漫画
や絵本も 見て はいけ ません 」
「どうせ わし は、お んなぎ らいじ ゃか ら いいわい 」
強がり をい いまし たが、 隣の 優しい お 姉さんと 口が きけな いのは 残念
でした。

ところ でそ の後【 ねこま た】は 、ど う なったか です って。
ぼくが 大人 になっ ても、ずっと 家に居 続け、
【ねこ また】がいつ のまに
か消えた （た ぶん小 山に帰 って 死んだ の でしょう ）の は、ぼ くが三 十歳
になった とき ですか ら、
【ね こまた 】は 三 十歳くら いま で生き たこと にな
ります。
ぼくが 三十 歳まで 女性に まっ たく縁 が 無かった のは 、その せいな ので
す。

